『淀川両岸一覧』から捉えた近世の水辺空間の魅力の解明
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１ はじめに
近年，
「水の都大阪の再生」に代表されるように河川を積極的に活用したまちづくりが各地でみられ，人間
活動と密着した河川整備と同時にその空間特性を活かした河川整備が求められている。大阪と京都の 2 大都
市を結ぶ淀川は，平成 15 年 4 月に大阪市域を除く淀川と府域内の桂川の両河川区域（延長約 19ｋｍ）及び
その区域の端から約 500ｍ幅の区域が大阪府の景観形成地域に指定され，
「山並みへの眺望やまちなみの保全，
緑あふれる河川の表情を活かす空間に配慮した質の高い景観づくりを行う」ことが目指されている。一方，
近世では，江戸・大坂の二大都市を中心とする全国経済の発展とあいまって河川交通が最盛期を迎え，水辺
では水運を始め様々な人間活動が営まれ，活況を呈し，水辺は文化的にも成熟していたといわれている。こ
のように河川は元来場所性毎に人間活動が反映された景観を呈するとともに，都市空間にとって周辺景観が
眺望できる貴重で魅力的な空間であったといえ，この魅力の解明は今後の河川整備の方向性に対して貴重な
示唆を与えるものと考えられる。
近世の都市における水辺に着目しそのデザインを探った既往研究を見ると，橋本ら 1)・2)は名所絵図を用い
て，都市のコンテクストとの関係で橋詰や水辺の植栽デザインの規範を明らかにし，小田ら 3)は，近世大坂
の水辺を対象に管理や利用面との関係性から水際のデザインを明らかにしている。このように，都市中心部
において沿川市街地と水際デザインとの関わり合いを捉えた研究は蓄積されつつあるものの，郊外部も含め
河川全体で往時の水辺空間の魅力を支えていた要因を探った研究はほとんど見られない。
そこで本研究では，近世の水辺の様子を探る手掛かりとして，江戸末期に淀川全体の名所を写した「淀川
両岸一覧」に着目し，絵図中に描かれた景観構成要素及び人間活動を捉え，近世淀川の水辺空間の魅力を解
明することを目的とした。
２ 研究方法
『淀川両岸一覧』は 1861 年に描かれた名所絵図で，当時
淀川を舟運で上り下る船客に両岸に見られる名所を紹介す
るため暁清翁によって解説文が記述され，松川半山によっ
て絵図が描かれており，上り船の部上下，下り船の部上下
の 4 巻からなる。
調査対象は『淀川両岸一覧』に描かれた全 67 景から淀川
本流及び主要な支流が描かれた絵図 52 景とした。
調査では，
場所性を各絵図の解説文 4）・5）から読み取り，ターミナル，
名所・旧跡，橋周辺，遊興地の 4 つに特定した（表−１）
。
次いで，各絵図を堤内外の視覚の広がりから近景（堤内・
外）
，中景，遠景に区分し，景観構成要素と堤内外の人間活
動を抽出した。解析では，場所性毎に各絵図に描かれた位
置を都市構造図上にプロットし，
分布特性を捉え，
次いで，
場所性毎に景観特性及び人間活動を捉えることで，近世淀
川の水辺空間の魅力について考察した。

図−１ 場所性毎の分布図
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３ 場所性の特定と分布特性
ターミナルは，絵図の解説文中に淀川の水運
の拠点となる船着場や渡し，あるいは宿駅につ
いての説明があるものとし，八軒家，松の下を
はじめとする 18 景が特定された。
分布状況につ
いて見るとターミナルは，市内の大坂三郷に加
えて郊外部の枚方宿，
伏見宿付近に多く分布し，
淀川と淀川左岸を走る京街道とが接する地点に
も分布している（図−１）
。名所・旧跡は，社寺・
仏閣や城郭といった建造物，あるいは景勝地に

場所性
の分類

絵図名称

八軒家，松の下，川崎渡口，毛馬，三嶋江渡口，
伊加賀，枚方駅，枚方其三，枚方渡口，楠葉渡口，
ターミナル
橋本，狐の渡口，伏見京橋，前嶋，大塚，三嶋江，
源八渡口，川崎濱
網島其三，網島其四，赤川，守口駅，佐太天満宮，
橋本其二，淀城，淀城其二，淀城其三，淀城其四，
名所旧跡
淀城其五，淀城其六，淀堤，大山崎，上牧，鵜殿，
柱本，烏飼，江口，逆巻，柴嶋，長柄三つ頭，萩橋
淀大橋，三條橋，四條橋，五條橋，淀小橋，
橋周辺
天神橋，難波橋
遊興地 川崎櫻宮，櫻宮其二，木村堤，木村堤其二
計

箇所 景
数 数
16

18

17

23

7

7

2

4

42

52

表−１ 調査対象絵図の場所性毎の分類結果

ついての説明があるものとし，赤川，佐太天満宮をはじめ 23 景と最も多い。名所・旧跡は，郊外部を中心
に分布し，大坂三郷から柱本までの約 32ｋｍの間では均等に位置し，さらに淀城付近に集中して見られる。
橋周辺は，淀川及び木津川，加茂川に架かる橋についての説明があるものとし，淀大橋，天神橋をはじめ 7
景が特定され，大坂三郷に 2 景，洛中に 3 景と市中に多く，他の 2 景はいずれも三川合流付近に見られる。
遊興地は，河岸における花見などの遊興についての説明があるものとし，川崎桜宮など 4 景が特定され，大
坂三郷周辺の櫻宮と対岸の木村堤の 2 箇所にのみ見られた。以上から近世の淀川では，都市中心部のみなら
ず郊外部にも多くの名所が淀川全体に存在し，淀川全体に多種多様な魅力ある水辺空間が存在していたこと
が明らかとなった。
４ 場所性毎の水辺空間の景観特性及び人間活動
① ターミナルの景観特性及び人間活動
ターミナルには 18 景が含まれ，それらをさらに流垂形，階段形状
の岸岐，足駄造りといった特徴的な護岸形態が見られる景（大坂八
軒家，川崎濱等 11 景）と護岸形態が緩傾斜護岸のみの景（毛馬，三
嶋江等 7 景）の 2 タイプに分類した。
まず特徴的な護岸形態が見られる景の代表例として
「大坂八軒家」
（図−２）について見ると，近景の堤外に岸岐，足駄造りといった
特徴的な河岸の護岸と柳の単木に加え，水面では貨物船や旅客船が
数多く往来し，近景の堤内に旅館，飲食店が確認できる。人間活動
に着目すると，堤外では船舶による運搬，荷揚げ，客の乗降や歓送
迎，堤内でも往来に加えて歓送迎や休憩待合といった多様な人間活

図−２ 大坂八軒家（ターミナル）の
人間活動と景観構成要素断面図

動が確認できた。以上のように，特徴的な護岸形態が見られる 11
景では，堤外に特徴的な河岸の護岸を有し，水面には貨物船，旅客
船，屋形船といった多様な船種が往来し，近景の堤内には旅館，飲
食店等の建造物とともに松や柳等の単木が点景要素となっている。
人間活動は，堤外では船舶による輸送，船上での遊興，飲食休憩等，
堤内でも歓送迎，休憩待合，宿泊といった多様な人間活動が数多く
見られる。このような特徴的な護岸形態を有する船着場では，堤内
外が一体となった水辺の賑わいが魅力を発揮していたといえる。
護岸形態が緩傾斜護岸のみの景の代表例として「三嶋江渡口」
（図
−３）について見ると，視覚が近景，中景，遠景にまで広がってい
る。近景の堤外には草地の緩傾斜護岸とともに水面に貨物船と渡し
船が，近景の堤内には堤頂部の道と道脇には単木の雑木が確認でき
る。中景には松林や雑木林に山並み，さらに遠景の山並みが捉えら
れる。次いで，人間活動に着目すると，堤外の水面上に船舶による
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図−３ 三嶋江渡口（ターミナル）の
人間活動と景観構成要素断面図

輸送や渡し，堤内に曳き船や道上の往来等があるものの特徴的な護
岸形態が見られる景と比較して人間活動が限定されている。以上の
ように，緩傾斜護岸のみが見られる 7 景では，近景の堤外の草地の
緩傾斜護岸，道脇の単木の雑木等の樹木，樹林，中景，遠景に見ら
れる松林，雑木林や山並みといった緑が折り重なる景観が特徴的で
ある。一方，人間活動は水面に船舶による輸送や渡し，堤内の曳き
船や道の往来等が見られるものの人間活動が少ないのが特徴である。
このような緩傾斜護岸のみの渡しを中心とした景では，水辺の賑わ
いよりも緑が重畳する自然景勝地としての景観が水辺の魅力となっ
ていたことが明らかとなった。
② 名所・旧跡の景観特性及び人間活動
名所・旧跡には 23 景が含まれ，近景に社寺，城，鳥居といった特
徴的な建造物が見られる景（網島其四，萩橋等 12 景）
，中景に建造
物が見られる景（鵜殿等 4 景）
，近景，中景，遠景にまで視覚が広が

図−４ 淀城其五（名所･旧跡）の
人間活動と景観構成要素断面図

っている景（長柄三つ頭等 7 景）の 3 タイプに分類した。
まず，近景に特徴的な建造物が見られる景の代表例として，
「淀城
其五」
（図−４）を見ると，近景堤外の水面上に貨物船，旅客船が見
られるものの，近景堤内の淀城と城内の松林が中心に捉えられてい
る。このように，近景に特徴的な建造物が見られる 12 景では，社寺
や鳥居，城等の特徴的な建造物が中心となって，その周囲に建物内
の松林等の樹林が多く見られる。ここでは，緑が前景や背景となっ
て特徴的な建造物が水辺に対して正面性を発揮した個性的な水辺景
観が魅力となっている。
次いで，
中景に建造物が見られる景の代表例として，
「上牧本澄寺」
（図−５）を見ると，先と同様，近景の堤外の水面上に旅客船と貨
物船の往来が確認できる。一方，先とは異なり，近景の堤外には草
地の緩傾斜護岸，近景の堤内には雑木林，これらに加えて中景に松
林や雑木林に山並みが見られ，こうした中で中景に社寺が確認でき

図−５ 上牧本澄寺（名所･旧跡）の
人間活動と景観構成要素断面図

る。以上のように，中景に建造物が見られる 4 景では，近景の松や
雑木、中景の松林、雑木林や山並み、これらの緑が中心となりなが
ら社寺等の建造物が点景要素として添えられている景観が魅力とな
っている。
また，近景，中景，遠景にまで視覚が広がっている景の代表例と
して「赤川」
（図−６）を見ると，近景の堤外に草地の緩傾斜護岸，
堤内に田畑や松，雑木の単木，中景の民家や城並みの間に雑木林が
見られるのに加え，遠景では金剛・生駒山系の山並みが見られる。
このように近景，中景，遠景にまで視覚が広がっている 7 景では，
近景の雑木，松林や雑木林，中景の雑木林，遠景の山並みといった
緑の重畳景観が見られ，周辺山系が大阪平野を取り囲む地形形状を
感じさせる広大な風景が水辺の魅力となっていたことが明らかとな
った。
③ 橋周辺の景観特性及び人間活動
橋周辺には 7 景が含まれるが，橋の全景が中心となった景（難波

図−６ 赤川（名所･旧跡）の
人間活動と景観構成要素断面図

橋，淀小橋の 2 景）と橋の全景に加えて背景に山並みが見られる景（五条橋等 5 景）の 2 タイプに分類した。
橋の全景が中心となった景の「難波橋」
（図−７）を見ると，近景の堤外に大架橋の全景が見られ，貨物船，
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旅客船や屋形船といった多様な船種が水面全体に往来しているのが見
られる。さらに，近景の堤内には，民家や屋根並みといった市内の様
子が見られる。人間活動を見ると，橋上に多くの人の往来があり，水
面には船舶による輸送や旅客輸送に加えて船上での遊興も見られる。
また，橋の全景に加えて山並みを捉えた景でも中景もしくは遠景に背
景としての山並みが捉えられている他は難波橋と同様の景観が見られ
た。橋の全景が見られる 7 景中 6 景では，大架橋の橋の全景とともに
水面を行く貨物船，旅客船，屋形船といった多様な船種に加え，橋上
の往来，船舶による運搬や旅客輸送，船上での遊興等多様な人間活動
が見られ，橋上を中心にして水辺が活況を呈している様子が魅力とな
っていた。
④ 遊興地の景観特性及び人間活動
遊興地には川崎櫻宮等の 4 景が含まれる。代表例として「川崎櫻宮」
（図−８）をみると，近景の堤外には水面上に数多くの屋形船が浮か

図−７ 難波橋（橋周辺）の
人間活動と景観構成要素断面図

び，近景の堤内には道，広場に沿って屋台が並び，両岸に桜並木が続
いている。人間活動に着目すると，堤内の屋台や道の脇の広場で多く
の人の遊興が見られ，さらに堤外の水面上の屋形船での遊興が数多く
に見られる。このように，遊興地の 4 景では，近景の堤内の桜並木と
道や広場の屋台，水面上の屋形船，遊興で賑わう人々といった堤内の
遊興活動が堤外にまで滲み出す様子が水辺の魅力となっていた。
５ まとめ
以上の解析結果から近世の淀川の魅力についてまとめると，都市中
心部やその周辺部の船着場や遊興地に見られるように，堤内外の人間
活動が一体的となった人の賑わいが水辺の魅力となり，この賑わいの
ある景観は，水上の舟運，特徴的な護岸形態，沿川建物等が一体とな
る仕組みの存在によって支えられていた。郊外部では社寺や城等の特
徴的な建造物は，水辺に対する正面性を発揮し，また堤内外の樹木・

図−８ 川崎櫻宮（遊興地）の
人間活動と景観構成要素断面図

樹林を基調に渡しや社寺，城等の人工物が点景となる個性的な水辺景
観が魅力として展開されていた。さらに，郊外部では水辺の緑，平野の緑，周辺山系の山並みといった緑の
重畳景観が魅力となっていた。このように近世淀川では，都市中心部及び都市周辺部に見られる水辺の賑わ
いのみならず郊外部の旧跡，自然景勝地等，場所の立地特性や機能を活かした個性豊かな水辺景観が淀川に
沿って多数展開し，当時の淀川の水辺の魅力を支えていたといえる。
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